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🎩 2023年1月14日（土）

13:00～15:00
令和4年度 第7回常務理事会

会場：済生会和歌山病院
7階多目的ホール

学術部より

〇医療法人 曙会 和歌浦中央病院
〇医療法人 誠人会 与田病院

詳細は和臨技ホームページ求人情報をご覧くだ
さい。

（http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouh
ou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会

●第3回微生物班研修会（専門-20：220019048）
日時： 2023年1月14日（土） 15：00～17：00
開催方式： 現地＆WEB開催
（新型コロナ流行状況により、開催地変更またはWEB開催のみとな
る可能性があります）
場所：済生会和歌山病院 7階 講堂
会費：和臨技・日臨技会員 無料（非会員の方は参加できません）
内容
講演1：「微生物検査の基本から認定試験まで～スタート・イッ
ト・アップ～」
講師：杉野 翔太 技師（紀南病院 中央臨床検査部）
司会：林 志穂（和歌山県立医科大学附属病院 中央臨床検査

部）
講演2：「抗菌化学療法～医師はこう考えて処方している～」
講師：小泉 祐介 先生（和歌山県立医科大学 臨床感染制御学講
座 教授）
司会：口広 智一 （公立那賀病院 臨床検査科）
参加申込方法：現地参加、WEB参加に関わらず、事前申し込み制と
させていただきます。
下記URLより申し込み下さい。（締切1月10日）
https://forms.gle/afJSvRxW3Cggzjbb6
事前申し込みに方には、開催3日前くらいにZoomの視聴URLを送ら
せていただきます。（視聴メールが届いた後、再度Zoomでのご登
録が必要となります。）
責任者：口広智一
連絡先：公立那賀病院 臨床検査科 TEL：0736-77-2019

●第2回生物化学分析班研修会（専門-20：220020725）
日時 ： 2023年1月18日(水) 18:00～19:00
場所 ： ZOOMを用いたWEB開催
会費：和臨技・日臨技会員 無料（非会員の方は参加できません）
内容 ：
【COVID-19各種検査方法とその意義について】
清水知佳子先生(シスメックス株式会社 大阪支店 学術サポート
課)
担当責任者 ：平康 雄大(和歌山県立医科大学附属病院中央検査
部)
電話番号 ： 073-447-2300(内線：2383)
Mail：hryskzhr@wakayama-med.ac.jp
参加希望の方は、以下のURLより事前登録を行ってください。
※一端末にて複数の会員様で聴講される場合は、セミナー終了まで
にエントリー者以外の聴講者の日臨技会員番号を担当責任者までご
連絡ください。
このミーティングに事前登録する：
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkd-
2hrzsuHNezITf9_BvrVmIMDxHMPvGf
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。

●令和4年度第2回生理検査班研修会（専門-20 : 220018946）
日時： 2023年1月20日（金） 18 : 00～ 19 : 00
場所： ZOOMを用いたWEB開催
参加費：日臨技会員 無料 （非会員の方は参加できません）
内容：「苦手克服！呼吸機能検査の基礎」
講師：石原 佑季 技師（日本赤十字社和歌山医療センター検査
部）
連絡先：公立大学法人和歌山県立医科大学附属病院
電話番号： 073-447-2300(内線2407)
担当責任者：松下 裕 yumatsu2@wakayama-med.ac.jp
今回の研修会は事前に研修会の資料の配布を行います。
参加申込方法：事前申し込み制とさせていただきます。
参加ご希望の方は、メールに【日臨技会員番号】【氏名】【所属施
設名】を記載の上、上記の連絡先までご連絡ください。
一つのアカウントを用いて複数名のご参加をされる場合は、全員分
の【日臨技会員番号】【氏名】を併せてご連絡ください。
ご連絡頂いた方には開催5日前くらいに、研修会の資料とZOOMの招
待メールを連絡させて頂きます。

●2023年
1/14（土）
・第3回微生物班研修会
15：00-17：00
会場：済生会和歌山病院 7階講堂

1/18（水）
・第2回生物化学分析班研修会
18：00-19：00
Web開催

1/20（金）
・第2回生理検査班研修会
18：00-19：00
Web開催

1/25（水）
・第2回血液検査班研修会
18：00-19：00
Web開催

2/25（土）
・令和4年度(第35回)和歌山県臨床検査技師会
臨床検査精度管理調査報告会
13：45-16：45
会場：ホテル浦島

2/26（日）
・第42回 和歌山県医学検査学会
テーマ「原点回帰」～新天地への再始動～
9：00-
会場：ホテル浦島

4/9（日）
・タスク・シフト/シェアに関する厚生労働
省大臣指定実技講習会
9：30-17：00
会場：和歌山県立情報交流センター

ビッグ・ユー
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https://forms.gle/afJSvRxW3Cggzjbb6
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学術部より

●班長班員会議・和臨技精度管理委員会のお知らせ
--------------------------------------------------------
済生会和歌山病院 7F
2023年1月21日（土）１４時～

学術部長報告
和臨技精度管理委員会
班長班員会議（次年度計画について）

--------------------------------------------------------
担当責任書：栗林 伴有（日本赤十字社和歌山医療センター）
TEL：073-422-4171（内線7396）
Mail：kuribayashi.1@jcom.zaq.ne.jp

●第4回血液検査班研修会（専門-20：220021243）
日時：2023年1月25日（水） 18：00～19：00
場所：ZOOMを用いたWEB開催
参加費：日臨技会員 無料（非会員の方は参加できません）
テーマ：スキャッタグラムを活用しよう
内容：「XN/XRシリーズのスキャッタグラムの見方」
講師：米子 佳希先生（シスメックス株式会社大阪支店 学術サポー
ト課）
参加希望の方は、以下のURLより事前登録を行ってください。
--------------------------------------------------------
このミーティングに事前登録する：
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-
2srT8sHdIyVRqQ_Aj0GCGPE4lNmxLh
登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。
--------------------------------------------------------
※一端末にて複数の会員様で聴講される場合は、セミナー終了までに
エントリー者以外の聴講者の日臨技会員番号を担当責任者までご連絡
ください。
担当責任者：小山 明日美（紀南病院 中央臨床検査部）
Tel：0739-22-5000
Mail：kasumi@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp

事務局より

●令和4年度(第35回)和歌山県臨床検査技師会
臨床検査精度管理調査報告会

日 時 ：令和5年2月25日（土） 13:45～16:45
場 所 ：ホテル浦島

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2
参加費 ：無料

プログラム 司会：中尾 光孝（ひだか病院）
平康 雄大（和歌山県立医科大学附属病院）

1.はじめに 演者：平康 雄大（和歌山県立医科大学附属病院）
2.臨床化学 演者：小笠原 志朗（公立那賀病院）
3.免疫血清 演者：前原 純 （橋本市民病院）
4.血液，凝固 演者：水谷 陽介 （日本赤十字社和歌山医療センター）
5.輸血 演者：葛原 和紀 （新宮市立医療センター）
6.一般 演者：南方 博至 （和歌山県立医科大学附属病院）
7.微生物 演者：中松 純一 （済生会和歌山病院）
8.生理 演者：湯川 有加 （日本赤十字社和歌山医療センター）
9.病理，細胞診 演者：阪田 幸範 （日本赤十字社和歌山医療センター）
10.総評 演者：中尾 光孝 （ひだか病院）

🎩 2023年1月14日（土）

13:00～15:00
令和4年度 第7回常務理事会

会場：済生会和歌山病院
7階多目的ホール

〇医療法人 曙会 和歌浦中央病院
〇医療法人 誠人会 与田病院

詳細は和臨技ホームページ求人情報をご覧くだ
さい。

（http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouh
ou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会

●2023年
1/14（土）
・第3回微生物班研修会
15：00-17：00
会場：済生会和歌山病院 7階講堂

1/18（水）
・第2回生物化学分析班研修会
18：00-19：00
Web開催

1/20（金）
・第2回生理検査班研修会
18：00-19：00
Web開催

1/25（水）
・第2回血液検査班研修会
18：00-19：00
Web開催

2/25（土）
・令和4年度(第35回)和歌山県臨床検査技師会
臨床検査精度管理調査報告会
13：45-16：45
会場：ホテル浦島

2/26（日）
・第42回 和歌山県医学検査学会
テーマ「原点回帰」～新天地への再始動～
9：00-
会場：ホテル浦島

4/9（日）
・タスク・シフト/シェアに関する厚生労働
省大臣指定実技講習会
9：30-17：00
会場：和歌山県立情報交流センター

ビッグ・ユー

mailto:kuribayashi.1@jcom.zaq.ne.jp
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkf-2srT8sHdIyVRqQ_Aj0GCGPE4lNmxLh
mailto:kasumi@kinan-hp.tanabe.wakayama.jp
http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouhou.html


和歌山県臨床検査技師会 wakayama Association of Medical Technologists
2023年 1月

行事予定表

発行所 （一社）和歌山県臨床検査技師会 http//www.waringi.jp.org（HP) 編集責任者 久保 光史 waringi@saiseikai-wakayama.jp

🎩 2023年1月14日（土）

13:00～15:00
令和4年度 第7回常務理事会

会場：済生会和歌山病院
7階多目的ホール

〇医療法人 曙会 和歌浦中央病院
〇医療法人 誠人会 与田病院

詳細は和臨技ホームページ求人情報をご覧くだ
さい。

（http://www.waringi.jp.org/kyujinjyouh
ou.html）

SCHEDULE

求人案内

次回理事会

●2023年
1/14（土）
・第3回微生物班研修会
15：00-17：00
会場：済生会和歌山病院 7階講堂

1/18（水）
・第2回生物化学分析班研修会
18：00-19：00
Web開催

1/20（金）
・第2回生理検査班研修会
18：00-19：00
Web開催

1/25（水）
・第2回血液検査班研修会
18：00-19：00
Web開催

2/25（土）
・令和4年度(第35回)和歌山県臨床検査技師会
臨床検査精度管理調査報告会
13：45-16：45
会場：ホテル浦島

2/26（日）
・第42回 和歌山県医学検査学会
テーマ「原点回帰」～新天地への再始動～
9：00-
会場：ホテル浦島

4/9（日）
・タスク・シフト/シェアに関する厚生労働
省大臣指定実技講習会
9：30-17：00
会場：和歌山県立情報交流センター

ビッグ・ユー

事務局より

●第42回和歌山県医学検査学会
テ ー マ ： 「原点回帰」～新天地への再始動～
日 時 ：令和5年2月26日（日） 9時00分（予定）
場 所 ：ホテル浦島

和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦1165-2

会員の皆様におかれましては、益々ご清祥にてご活躍のこととお喜び申
し上げます。さて、第42回和歌山県医学検査学会を那智勝浦町の「ホテ
ル浦島」にて下記の要綱で行う事となりました。今学会のテーマを「原
点回帰」～新天地への再始動～と決めて、開催に向けて準備を進めてお
ります。つきましては、一般演題を募集いたしますので、会員の皆様に
は日頃の研究成果を多数発表して頂きますよう宜しくお願い申し上げま
す。多数の皆様方のご参加を心よりお待ち申し上げます。

学会長 ：田原 靖子 (新宮市立医療センター)
実行委員長 ：亀井 聡 (くしもと町立病院)
学会事務局 ：葛原 和紀 (新宮市立医療センター)

TEL ： 0735-31-3333
E-mail： k-kazu1977@hotmail.co.jp

・令和5年2月25日（土）学会関連事業

13：30～13：45 伝達講習会
「令和4年度厚生労働省院内感染対策講習会」

13：45～16：45 和臨技精度管理報告会

18：30～20：30 意見交換会（受付18：00より）

・令和5年2月26日（日） 和歌山県医学検査学会
専門教科・20点

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
前日学会関連事業

学会パンフレット
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●「タスク・シフト／シェアに関する厚生労働大臣指定実技講習会」
開催のお知らせ

和歌山県内第3回目の実技講習会を下記要領で実施する事となりました。
日臨技ホームページ内の基礎動画を履修終了している方が対象です。受
講希望者は申し込み開始時期を目標に基礎動画を履修していただくよう
お願いします。
開催日時：2023年4月9日（日）9：30～17：00
場 所：和歌山県立情報交流センタービッグ・ユー（研修室）

http://www.big-u.jp/index.html
和歌山県田辺市新庄町3353-9

募集人数：60名

申し込み開始日は1月以降にメーリングリストでお知らせします。
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